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Agenda

回答のポイント 1～7



3

情報開示

（D、D-）

•現状の把握

認識

（C、C-）

•環境リスクが自社

にどのような影響

をもたらすか

マネジメント

（B、B-）

•環境リスクやその

影響をどのように

管理しているか

リーダーシッ

プ（A、A-）

•環境リスクをどの

ように解決できる

か

※無回答企業のスコアはF

CDPの回答評価



該当欄



iii
[財務上の影響額の説明]欄では、財務上の影響額を計算する

方法を、定量的内訳を示すことで説明し、C2.3a[財務上の影

響額の説明](14番目の列)のガイドラインと矛盾しないこと -

1ポイント

スコアリング基準



回答のポイント① 定量的内訳

6

財務上の影響額を計算する方法を、定量的内訳を示すことで説明する

不十分な回答例 良い回答例① 良い回答例②

現在、リサイクルまたは持
続可能な方法で調達された
材料の私たちのシェアは
62％です。また、〇〇など
の企業に約2億ユーロを投資
しました。

2019年のグローバルコストは5億
7000万ユーロです。 さらに、環
境および社会リスクの低減に役立
つ△△社および□□社との合弁事
業は、〇〇社の1億6千万ユーロの
投資コストを表します。管理コス
トは したがって、5億7,000万
ユーロ+ 1億6,000万ユーロ（570 
+ 160 = 7億3,000万ユーロ）の
合計です。

これらのブランドは、14億ユーロの収益に貢
献しました。収益の30％は食品ブランド、
50％は化粧品ブランド、20％は洗浄ブランド
です。

0点 得点

C2.3a, C2.4a 御社の事業に重大な財務的または戦略的な影響を及ぼす可能性があると特定されたリスク/機会
を記入してください。（’財務上の影響額の説明’ 欄）

得点



該当欄



v
[リスク対応費用]で金額が報告されていて、且つ、[対応の内

容と費用計算の説明]で、C2.3a[対応の内容と費用計算の説

明](16番目の列)に関するガイダンスと一致する金額の定量的

内訳を示すことで、[リスク対応費用]の金額を計算した方法

を説明している - 1ポイント

スコアリング基準



該当欄



i 特定したリスクの自社固有

の説明 - 1ポイント

スコアリング基準



回答のポイント② 自社固有

1
1

自社固有（Company-specific）の回答が求められる場合

同じ地域で活動する企業、同じセクターの企業と区別できるような、環境問題の自社にとっての具

体的な影響、自社の具体的な活動、固有の製品／サービス、について記載してください。

不十分な回答例 平均的な回答例 良い回答例

平均気温の上昇は、当社の

事業に悪影響を及ぼす可能

性があります。

平均気温の上昇により、空調や冷

却設備に必要なエネルギー消費量

が増加し、コストが上昇する恐れ

があります。当社の店舗、事務所、

流通センターでは、エネルギー消

費量が増加するという特別なリス

クがあります。

当社の工場の60％は、平均気温の大幅な上昇

の影響を受けやすいとされている◇◇アメリカ

にあります。効率的に稼働を続けるためには、

気温上昇によって空調および冷却設備に必要と

されるエネルギー消費が15〜20%増加すると

考えられます。これにより、事業全体で運用コ

ストが約20％増加します。

0
点

0
点

得点

C2.3a/C2.4a 御社の事業に重大な財務的または戦略的な影響を及ぼす可能性があると特定されたリスク/機会
を記入してください。（’自社固有の内容’ 欄）



該当欄



iv
[対応の内容と費用計算の説明]に、[自社固有の内容]欄で述

べたリスクに対処することを目的とした、自社固有の活動、

プロジェクト、製品、および/またはサービスの説明を行う

ケーススタディを含む - 1ポイント

スコアリング基準



CDPのスコアリング 注意点
（自由記述欄：ケーススタディ

1

4

ケーススタディ（Case study）の記載

回答を裏付けるための具体的なケーススタディを提供することでポイントが与えられる質問があります。
ケーススタディを記述する際には、以下に挙げる「Situation-Task-Action-Response (STAR)」アプローチ
に沿った記載を含めてください。

1) 状況（Situation）: 現状や背景はどのようなものか

2) 課題（Task）: 何をしなければならないのか／解決すべき課題は何か

3) 行動（Action）: 実施した一連の行動はどのようなものか

4) 結果（Result）: 行動した結果、最終的にどのような成果が得られたか

これらについて、自社に固有の（Company-specific）情報（例：具体的な時間と場所の情報等）を含めて
記述してください。



回答のポイント③ ケーススタディ

1
5

ケーススタディの回答が求められる場合

STARアプローチに基づき、かつそれらが自社固有でなければならない。

不十分な回答例 良い回答例

私たちは、エネルギーの体系的な管理を通じてエネル

ギーコスト、炭素税の負債、および温室効果ガスの排

出を削減することを主な目的とする英国のガバナンス

チームを設立しました。 他の組織のCRCコンプライア

ンス義務の管理を専門とする組織内の下位部門を使用

して、義務の管理を支援しています。

Climate Smart Agricultureの原則は、持続可能な農業

コードに対応するサプライヤーの方針に組み込まれてい

ます。 サプライヤーと生産者とともに、私たちはそれら

が水不足から生じるリスクを管理するのを支援していま

す。 点滴灌漑の使用など、持続可能な調達プログラムを

通じて4,000以上の水管理計画を共同で実施しています。

異常気象によるリスクを管理するために、タンザニアの

茶園にある△△と協力して、気候変動の影響（干ばつな

ど）への耐性が高い品種の育種を促進しています。

0
点

得点

C2.3a 御社の事業に重大な財務的または戦略的な影響を及ぼす可能性があると特定されたリスクを記入してくだ
さい。



該当欄



iv, v 記述したプロセスを物理的/以降リスク

および/または機会に適用する方法の

ケーススタディを含む - 1ポイント。

スコアリング基準



回答のポイント④ ケーススタディ

1
8

プロセスのケーススタディの回答が求められる場合

特定・評価・対応プロセスのケーススタディを記載する必要がある。

不十分な回答例 良い回答例

顧客を失わないための一つの例は、HYBRITプロジェク

トでの協力です。このプロジェクトでは、鉱山会社の

アルファおよび鉄鋼会社のベータと一緒に、◇◇の製

鋼プロセスを電化する機会を調査しています。このコ

ラボレーションは、2017年に開始されました。 プロ

ジェクトが成功した場合、電力の販売と自社のサプラ

イチェーンにおけるCO2排出量の両方に大きな影響を

与えるでしょう。

〇〇南海岸の各生産施設は、ハリケーンのリスクを共有

してます。 評価では、各リスクカテゴリの重大性と発生

の可能性の分析を通じて得られたスコアに基づき、リス

クに優先順位を付けます。 このデータは、「フロリダ州

ストームリスク管理センターから取得されます。評価結

果は、リカバリファシリティを使用してビジネスユニッ

トに報告され、その後リスクが（たとえば、別のサイト

を使用して）修正されるか、グローバルESG委員会によ

る上級管理レビューを受けます。

0
点

得点

C2.2 気候関連リスクおよび機会を特定、評価する、およびそれに対応するプロセスについて説明します。



該当欄



i
この分野での御社の戦略が気候関連リスクと機会の影響を

どのように受けたかの説明、且つ、対象とする時間軸 -

0.5ポイント

スコアリング基準



回答のポイント⑤ 時間軸と戦略

2
1

戦略の時間軸の回答が求められる場合

リスクや機会の影響における時間軸でなく、戦略の時間軸を記載する必要がある。

不十分な回答例 良い回答例

当グループは、より環境にやさしい製品とサービスを
創出することにより、クライアントの影響を減らすた
めに強力な行動を取っています。 その一例が、新しい
バイオファクトリーの立ち上げです。 この工場は、今
後5年間で廃棄物ゼロ、環境影響ゼロ、化石エネルギー
の消費ゼロを目指しています。

長期戦略の一環として、持続可能性の基準（LEED認定

以上）に準拠するために、新しいリーススペースまたは

リースの更新を必要とします。 2019年、私たちは既存

のすべてのオフィスにEMONサブメーターを後付けして

電気使用量を測定することを義務付けました。 この任務

では、180のオフィスにサブメーターを後付けする必要

がありました。 このプロセスは、企業の二酸化炭素排出

量測定の正確性をサポートします。

0
点

得点

C3.1d 気候関連リスクと機会が御社の戦略に影響を及ぼしたかどうか、どのように及ぼしたかを説明します。



該当欄



i
エンゲージメントの対象範囲の明確な根拠

を記入している - 1ポイント

スコアリング基準



回答のポイント⑥ 明確な根拠

2
4

エンゲージメントの範囲を回答しなければならない

該当サプライヤーの選択理由を明示しなければならない。

不十分な回答例 良い回答例

私たちは、サプライヤー管理プログラムにおいて重要
な外部へのエンゲージメントと保証を標準化・管理す
るために、金融サプライヤー資格認定システム
（FSQS）に加入しています。

核燃料サイクルのライフサイクルアセスメントにより、

B社は燃料濃縮に関連する排出量を削減する機会を特定

しました。 LCAの結果に基づいて、主要な燃料供給業者

の1つと排出削減についての議論を開始し、その対話に

より具体的な結果が得られました

0
点

得点

C12.1a 気候関連のサプライヤーエンゲージメント戦略の詳細を記入します。



該当欄



iii
選んだ成功を測る指標に関する気候関連サプライ

ヤーエンゲージメントの影響の自社固有の説明を記

入している - 1ポイント

スコアリング基準



回答のポイント⑦ 自社固有

2
7

エンゲージメントの範囲を回答しなければならない

選んだ成功を測る指標に沿った、気候関連サプライヤーエンゲージメントの影響の自社固有を記入し

なければならない

不十分な回答例 良い回答例

クレジットカード：クレジットカードの「再発行」サ
イクルを3年から4年に変更しました。これは、プラス
チックの製造と輸送が少なくなるため、CO2排出量が
減少するため、環境に良い影響があります。
FCM：私たちは、サプライヤーとTNTでフューチャー
クリアリングモデル（FCM）を検討しています。これ
により、フライトとバンの数が減り、費用の節約と環
境へのメリットの両方がもたらされます。

2019年に実施された100のサプライヤーをカバーする7

のプロジェクトでは、エネルギー使用量を削減するため

のさまざまな種類の対策により、〇〇千トンのCO2排出

量を削減することができました。

0
点

得点

C12.1a 気候関連のサプライヤーエンゲージメント戦略の詳細を記入します。



CDPジャパン事務局
Address:東京都千代田区大手町2-2-1新大手町ビル3階

Tel: +81 (0)3 6225 2232

www.cdp.net/ja/japan（日本語サイト）

Contact email address:
japan@cdp.net
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